
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町嘱託員採用試験案内 
 
平成２７年度の大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

▼職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

農業再生対策等事務員 １人 
農業再生協議会 
（ＪＡ常陸大子営農センター内）  

農業再生協議会の事務等 

観光案内等事務員 １人 観光商工課 観光案内事務等 

教 諭 １人 大子幼稚園 幼稚園での幼児の保育業務 

社会教育指導員 １人 生涯学習課 生涯スポーツ振興事務等 

事 務 員 ２人 
依上コミュニティセンター 
佐原コミュニティセンター 

各センター（旧分館）の管理，企画
運営業務及び地域各種団体の事務等 

▼雇用の期間  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（１年間） 
▼試験の方法  口述（面接）試験 
▼試験日時  ２月６日（金） 13:30 
▼試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
▼申込用紙の請求  申込用紙は，役場総務課に請求してください。 
        郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用試験申込用紙請求」と朱書き

し，宛先明記の１２０円切手を貼った返信用封筒（角形２号（横２４．０㎝×縦
３３．２㎝））を必ず同封してください。 

▼申込み先  大子町役場 総務課（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
▼受付期間  １月５日（月）～３０日（金）8:30～17:15 ※土・日曜日及び祝日を除く。 
        郵便の場合は，１月３０日（金）午後５時１５分までに申込み先に着信したも

のに限り受け付けます。 
▼提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込書を使用）（※教諭については，幼稚園教諭免許

等の写しを必ず添付してください。） 
        (2) 郵便による申込みの場合は，宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒（長

形３号（横１２．０cm×縦２３．５cm））を同封してください。 
▼そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。 
 
問合せ  総務課秘書職員係 ℡７２－１１１３ 

 

敬老祝品有効期限のお知らせ 
 
 ７５歳以上（昭和１５年３月３１日以前に出生）の方にお届けしました敬老祝品（大子町商工
会の商品券）の有効期限が平成２７年１月３１日になっています。期限切れにならないうちに使
用してください。 
 なお，期限が過ぎた商品券は使用できなくなりますので注意してください。 
 
問合せ  福祉課高齢介護係 ℡７２－１１３５ 
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大子町臨時職員（公用バス運転手）を募集します 
 
▼応募資格  大型自動車免許を有する方 
▼募集人員  １人 
▼雇用開始  平成２７年４月１日～ 
▼勤務日等  大子町公用バスの運行日が勤務日になります。（月１０～１５日程度，２人体制に

よる隔月勤務）※勤務時間は日程によって異なります 
▼職務内容  大子町公用バス運転手 
▼賃  金  勤務時間が１２時間まで１２，０００円 

１２時間を超えた場合は半日分が加算され１８，０００円 
別途通勤手当が支給されます。 

▼申 込 み  平成２７年３月２５日（水）までに市販の履歴書を総務課に持参してください。 
 
問合せ  総務課災害対策室 ℡７２－１１１４ 
 

放課後子ども教室「教育活動サポーター」を募集します 
 
 町では，町内の７小学校及び県立大子特別支援学校において「放課後子ども教室」を開催して
います。そこで，平成２７年４月から児童の見守りや活動の補助を行うボランティア「教育活動
サポーター」を募集します。ボランティアが初めての方，児童の保護者の方，学生の方も大歓迎
です。関心のある方は，お気軽にお問い合せください。 
▼開 催 日  学校登校日（週５日）※長期休業日（春休み，夏休み，冬休み）及び学校給食が

ない日は開催しません。 
▼勤務時間  下校時刻の３０分前～午後６時３０分 ※下校時刻は，学校により異なります。 
▼時 給  １時間あたり９００円（予定） 
▼勤務内容  活動全体を通じて，児童の見守りと教育活動推進員の補助（①児童の受付，② 学

校の宿題に取り組ませる，③プリント学習，レクリエーション，工作及び体験活動
の補助） 

 
※申込みをした方に対し，面接を行う場合があります。その際に勤務可能日を聞き，勤務日の調整をします。  
 
問合せ   生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 
 

施設の指定管理者を募集します 
 
指定管理者制度により管理運営をしている町所有の施設が，平成２７年３月３１日をもって指

定期間満了となりますので，これらの施設の指定管理者を公募します。 
▼施設名 ・大子北デイサービスセンター（福祉課扱い） 

・大子温泉保養センター森林の温泉（観光商工課扱い） 
・大子町観光物産館（観光商工課扱い） 
・大子駅前駐車場（観光商工課扱い） 
・福寿荘（観光商工課扱い） 

▼業務の内容 
施設の維持及び管理運営に関する業務，施設の利用に関する業務，誘客促進に関する業務， 

その他施設の管理運営上必要な業務（※施設の利用料金は，すべて指定管理者の収入となり，
その収入で管理運営の全てを行っていただきます。） 

▼指定期間  平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで（３年間）（※福寿荘について
は，平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで（５年間）） 

▼応募資格  町内に所在する施設管理業務が可能な法人その他の団体 
▼応募方法  平成２７年１月２０日（火）までに，福祉課及び観光商工課に備え付けてある申

込書で応募してください。 
 
問合せ  福祉課高齢介護係 ℡７２－１１３５，観光商工課観光係 ℡７２－１１３８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 
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子育て支援（特定町営）住宅入居者募集 
 
▼募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 

えのき台 矢田２２５ １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ１９年 

▼入居資格 
 ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 
 ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 

 ・暴力団員でない方 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 

▼月額家賃 
入居する１８歳未満の児童数 減 額 月額家賃 

０人の場合（本来家賃）     ０円 ６３，７００円 
１人の場合 １０，０００円 ５３，７００円 
２人の場合 １５，０００円 ４８，７００円 
３人以上の場合 ２０，０００円 ４３，７００円 

▼敷 金  家賃の３か月分 
▼受付期間  平成２７年１月５日（月）～１６日（金） 
▼受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
▼入居者の選考  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会の選考によ

り入居予定者を決定します。 
▼入居時期  平成２７年２月中旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

 

第４回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 
 
 大子町の歴史について学び，郷土に対する
理解を深めることを目的として開催します。
歴史に興味のある方は，この機会にふるって
御参加ください。 
▼日 時  １月１７日（土）10:00～12:00 
▼場 所  中央公民館講堂 
▼講座名  「陸奥国から常陸国へ 
       －戦国時代の依上保と佐竹氏－」 
 ・内容  かつて「陸奥国依上保」と呼ば

れていた大子町域も，戦国時代に
なると常陸国へと編入されます。
「茨城県」大子町誕生の原点を，
戦国時代の動向から探ります。 

 ・講師  水戸市立博物館 
         藤 井 達 也 先生 
▼定 員  １００人（先着順） 
▼受講料  無料 
▼申込み  事前の申込みは不要です。 
 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８  

防災とボランティアの日・週間 
 
 毎年１月７日は，「防災とボランティアの
日」です。また，１月１５日～２１日は，「防
災とボランティア週間」です。 
 災害に備えての準備は大丈夫ですか？今
一度避難経路，避難場所，防災グッズ等の確
認をしておきましょう。 
 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

 

お詫びと訂正 
 
 １２月上旬に行政連絡班を通じて各戸に
配布した「あの校歌をもう一度」のチラシの
裏面『「あの校歌をもう一度」懐かしの母校
校歌を歌おう！応募用紙』に次のとおり誤り
がありましたので，お詫びして訂正します。 
 《正》削除   
《誤》旧黒沢小 

 
問合せ  生涯学習課文化振興係 ℡７２－１１４８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 
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平成２６年分の町県民税の申告について 
 
 ２月１６日から３月１６日までは，平成２６年分の所得税，復興特別所得税及び町県民税の申
告期間となっています。 
町県民税の申告は，町税の課税の根拠となることをはじめとして，介護保険料及び保育料の決

定，医療福祉費支給制度（マル福）の適用，国民健康保険の自己負担額の軽減判定などの基礎資
料となりますので， 申告が必要とされる方は必ず行ってください。 
▼申告期日及び会場（申告期間中は，役場税務課での申告受付はできません。） 

期 日 会 場 期 日 会 場 

 
２月 

１６日（月） 

中央公民館 講堂 

３月 

１日（日） 休 み 

１７日（火） ２日（月） 中央公民館 講堂 

１８日（水） ３日（火） 

文化福祉会館まいん 
１９日（木） ４日（水） 

２０日（金） ５日（木） 

２１日（土） 
休 み 

６日（金） 

２２日（日） ７日（土） 休 み 

２３日（月） 

中央公民館 講堂 

８日（日） 

文化福祉会館まいん 

２４日（火） ９日（月） 

２５日（水） １０日（火） 

２６日（木） １１日（水） 

２７日（金） １２日（木） 

２８日（土） 休 み １３日（金） 

２月１６日～３月２日 中央公民館 講堂（１１日間） 
３月３日～３月１６日 文化福祉会館まいん（１２日間） 

１４日（土） 休 み 
１５日（日） 

文化福祉会館まいん 
１６日（月） 

▼受付時間  8：30～15：00 ※３月４日（水）・１１日（水）は 18：00まで受け付けます。 
▼申告が必要な方 

平成２７年１月１日現在，大子町に住所を有する方で 
  ・平成２６年中に事業所得(営業，農業)，不動産所得，配当所得，一時所得，雑所得等のある方 
  ・平成２６年中に土地や建物を売却したことによる譲渡所得のある方 
  ・給与所得者で２か所以上から支払を受けている方 
  ・給与所得者で年の中途で退職した方，年末調整を受けていない方 
  ・雑損控除，医療費控除，寄附金控除等の所得控除を受けようとする方 
  ・平成２６年中に収入のなかった方で，誰の扶養親族にもなっていない方 
▼申告が不要な方 
  ・給与や公的年金等に係る所得のみの方。ただし，扶養控除，社会保険料控除，医療費控除

等の所得控除を受けようとする方については申告が必要です。 
  ・所得税の確定申告書を税務署に提出する方 
  ・農業に従事している方で，農産物等の販売がなく自家消費のみの方 
 
※上記の申告が必要な方又は不要な方の区分は一般的なものです。 
※平成２３年分以後，公的年金等の収入金額が４００万円以下であり，かつ「公的年金等に係る
雑所得」以外の所得金額が２０万円以下である場合には，所得税の確定申告は必要ありません
が（確定申告不要制度），扶養控除を受けようとする方などは町県民税の申告が必要な場合があ
ります。 

※申告する必要があるかどうかは，所得，扶養状況等，個人によって異なりますので，詳しくは
税務課に問い合わせください。 

 
問合せ  税務課住民税係 ℡７２－１１１６ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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町の入札に参加を希望する業者の方へ 
 
平成２７・２８年度の入札参加資格審査申請書の受付を次のとおり行います。 

▼受付期間  平成２７年２月２日（月）～２７日（金） ※土・日曜日及び祝日は除く。 
▼受付時間  8:30～12:00，13:00～17:15 
▼提 出 先  大子町役場財政課契約管財係（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
▼提出方法  持参又は郵送（受領書が必要な場合は，官製はがき又は８２円切手を貼った返信用封筒を同封すること。） 
▼有効期間  平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
▼申請書の様式（町ホームページ（http://www.town.daigo.ibaraki.jp）からダウンロードできます。）  
 (1) 建設工事         大子町様式（中央公契連統一様式でも可） 
 (2) 測量・建設コンサルタント   〃 
 (3) 物品調達等          〃 
▼ファイルの種類（Ａ４判ファイル綴り） 
 (1) 建設工事・・・・・・・・・・・青色系 
 (2) 測量・建設コンサルタント・・・黄色系 
 (3) 物品調達等・・・・・・・・・・赤色系 
▼提出書類 

書  類  名 建設工事 測量・建設
コンサルタント 物品調達等 

 一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書 ○ ○ ○ 
 入札参加希望業種 ○   
 許可通知書の写し又は許可証明書の写し ○ ○ ○ 
 総合評定値通知書等の写し ○   
 営業所一覧表 ○ ○ ○ 
 登記簿謄本又は写し（個人の場合は身分証明書） ○ ○ ○ 
 印鑑証明書又は写し ○ ○ ○ 
 業態調書  ○  
 工事経歴書（直前２年間） ○   
 測量等実績調書（  〃  ）  ○  
 販売実績等内訳書（  〃  ）   ○ 
 技術者経歴書 ○ ○  
 財務諸表（直前１年間）  ○ ○ 
 納税証明書（原本又は写し 枠外※印のとおり） ○ ○ ○ 
 建退共加入履行証明書（加入している者のみ） ○   
 建災防加入証明書（   〃   ） ○   
 法定外労災補償加入証明書（   〃   ） ○   
 主要取引金融機関名 ○ ○ ○ 
 代理店・特約店証明書（原本又は写し）   ○ 
 取扱品目一覧表   ○ 
 委任状（委任行為がある場合） ○ ○ ○ 

※納税証明書（未納のないことの証明） 
法人：法人税，消費税及び地方消費税，法人事業税，法人県民税，町税 
個人：所得税，消費税及び地方消費税，県民税，町税 

 
問合せ  財政課契約管財係 ℡７２－１１１９ 
 

多目的トイレ設置のお知らせ 
 
障がいのある方やお子様連れの方などが安心して使える多目的トイレ（オストメイト対応型）

を役場本庁舎１階の正面玄関脇に設置しました。この多目的トイレには，ベビーチェア，ベビー
シートなどが備え付けてあり，着替えをするスペースもあります。お体が不自由な方だけでなく，
どなたでも利用することができますので，ぜひ御利用ください。 
 
問合せ 総務課総務係 ℡７２－１１１４ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 
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インフルエンザワクチン接種費助成の御案内 
 
町では，インフルエンザのワクチン接種を受けた方に対して，費用の一部を助成します。 

▼助成期限  平成２７年１月３１日（土）（１２月中旬頃までに接種するのが望ましいとされています。） 
▼対象者  町内に住所を有する方 
▼助成額及び自己負担額（町内の医療機関で接種する場合） 

対象年齢 区分 助成回数 公費助成額 自己負担額 

６５歳以上の方 

生活保護及び町民税非課税世
帯に属する方 

１回限り 

3,600円 無 

養護老人ホーム，特別養護老
人ホーム及び介護老人保健施
設に入所している方 

3,600円 無 

上記以外の世帯に属する方 2,600円 1,000円 

６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓若し
くは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に重度（１級）の障がいを有する
方（障害手帳を提示） 

上記６５歳以上の方と同じ区分，助成回
数，助成額になります。 

妊婦の方（母子健康手帳を提示） １回限り 2,600円 1,000円 

中学３年生まで
のお子様 

生活保護世帯に属する方（受
給証を提示） 

２回を限
度 

3,600円 
（１回目） 

無 

2,550円又
は 3,600円 
（２回目） 

無 

上記以外の世帯に属する方 １回限り 2,600円 1,000円 

 ※町民税非課税世帯に該当する方は，世帯全員の「課税証明書」を税務課で取得し，医療機関
窓口に提出してください。なお，本人以外及び住民票上の同一世帯以外の方が課税証明書を
取得する場合は，委任状が必要となります。詳細については，税務課（℡７２－１１１６）
にお問い合わせください。 

 ※町外の医療機関で接種する場合 
  ◯６５歳以上の方は，健康増進課（保健センター内）で予防接種券の交付を受けてから接種

してください。ただし，茨城県内の医療機関及び町と契約した医療機関に限ります。予防
接種券交付の際は，保険証（６０歳～６５歳未満に該当する方は障害者手帳）を持参して
ください。 

  ◯妊婦及び中学３年生までの方は，償還払いになります。接種の際，費用を全額支払い，後
日領収書，印鑑，通帳等を健康増進課に持参し請求してください。申請期限は，平成２７
年３月３１日までとなります。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

平成２７年消防出初め式を行います 
 
 大子町消防団では，平成２７年１月１２日（月）に文化福祉会館「まいん」において，平成 
２７年消防出初め式を行います。 
当日，午前７時にサイレンが鳴りますので，火災と間違わないでください。 
また，午前１０時から１１時まで駅前通りが，車両パレードと消防団員等の行進のため，通行

止めになります。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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インフルエンザに御注意ください 
 
例年１２月から３月までは，インフルエンザが流行する季節です。 
インフルエンザウイルスに感染すると，喉の痛み，鼻汁，咳等のほか，３８度以上の発熱，倦

怠感，頭痛，関節痛，筋肉痛等の症状がみられます。 
子どもは，まれに急性脳症を発症することがあり，また，高齢者や免疫力が低下している方は，

肺炎を招くなど重症となることがありますので，日頃から家族みんなで予防に努めてください。 
▼インフルエンザを予防するポイント 
○こまめに手洗いとうがいをする。 
○十分な栄養と休養をとる。 
○室内の加湿をし，空気の乾燥に気をつける。（適切な湿度５０～６０％） 
○人混みや繁華街への外出を控える。 
○咳が出る時はマスクを着用する。（咳エチケット） 
○予防接種を受けていない方は，早急に接種を受ける。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へ 
 
今年度の接種対象者で，接種が済んでいないお子様の保護者は，次の医療機関で予防接種を受

けさせてください。 
なお，予診票が届いていない方又は予診票を紛失してしまった方は，健康増進課に連絡してく

ださい。 
▼対 象 者   ・第１期 １～２歳未満児 
        ・第２期 平成２０年４月２日～平成２１年４月１日生まれの方 
▼接種費用  無料 
        ・第１期（２歳の誕生日の前日までに接種を済ませた場合） 
        ・第２期（平成２７年３月３１日までに接種を済ませた場合） 
▼医療機関  保内郷ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ，久保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院（※平成２６

年１０月１日から茨城県医師会に属する医療機関での接種ができるようになりまし
た。） 

▼接種方法  医療機関に予約の上，予診票及び母子健康手帳を必ず持参して，個別に接種を受
けてください。 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

第２３回サタデー耐寒ナイトハイキング開催のお知らせ 
 
 「大寒」の夜，歩いて寒さを「体感」しませんか？町内外を問わず皆様の参加をお待ちしてい
ます。 
▼期 日  １月１７日（土） ※悪天候の場合は中止になります。 
▼集合場所及び時間  ＪＲ常陸大子駅前 午後５時１０分 
▼コー ス  下野宮駅～七曲り前左折～中央公民館（約１０㎞） 
▼参加資格  全行程を完歩できる方。ただし，小学校３年生以下は保護者同伴とします。 
▼参加費  大 人（中学生以上） ２００円 
      子ども（小学生以下） １００円 
▼募集人数  ２５０人（先着順） 
▼申込 み  １月１３日（火）までに生涯学習課（中央公民館内）に申し込んでください。 
▼その 他  ◯参加費は当日徴収します。 
       ○大子女性の会の協力による豚汁のサービスがあります。 
       ◯参加者に対して「お楽しみ抽選会」を実施します。 
 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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町民無料バス「みどり号」の利用方法及び運休のお知らせ 
 
 町民無料バス「みどり号」は，病院等に通院する方やその付添いの方のために運行している町
営の無料バスです。そのようなことから，今後は通院確認のため，みどり号乗車時に病院等の診
察券又は保険証等を確認させていただきますので，御面倒をおかけしますが，御協力をお願いし
ます。 
＜町内小学校の冬休み及び年末年始期間は，次のとおり運休となりますので御注意ください＞ 

１２月２５日（木）～１月７日（水） 
生瀬小学校コース（木曜日） 
さはら小学校コース（水・木・金曜日） 
上小川小学校コース（月・火・木曜日） 

１２月３０日（火）～１月３日（土） 

月曜日：生瀬コース，佐原・依上コース 
火曜日：生瀬・下野宮コース，槙野地・浅川コース 
水曜日：黒沢東部コース，下小川コース 
金曜日：黒沢西部コース，上小川コース 

 
問合せ  まちづくり課総合政策係 ℡７２－１１３１ 
 

光ファイバ整備事業に伴う工事について 
 
町では，超高速ブロードバンドが整備されていない地域に対し，光ファイバを整備し，町民の

皆様がより快適にインターネットを利用できる環境を提供できるよう事業を進めています。その
ため，現在，町内各地において，光ファイバのケーブルを敷設する工事が行われていますが，こ
れに伴い，施工業者（ＮＴＴ東日本）及びその関連会社の方が，皆様の御家庭の敷地内に立ち入
ることがあるかもしれませんので，御理解と御協力をお願いします。 
また，道路の通行においても，片側規制等をすることがありますので，その際は，案内標識及

び交通誘導員の指示に従い通行するようお願いします。 
なお，工事の終了は，平成２７年３月頃の予定です。 

 
問合せ  まちづくり課地域振興係 ℡７２－１１３１ 
 

平成２６年度分の不妊治療費助成金の交付申請はお早めに 
 
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に治療が終了した方の不妊治療費助成

金の交付申請期限は平成２７年３月３１日です。 
▼対象となる治療  体外受精及び顕微授精（※平成２６年度内に治療が終了し，茨城県不妊治

療費補助金の交付決定を受けた方が対象となります。） 
▼助成の内容 
◯助成金の額  １回の治療につき１０万円まで（助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額）  
◯助成の回数  当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢により次のとおり区分されます。  

＜４０歳以上の場合＞ 
夫婦１組につき通算して助成を受けることができる回数は，５年間で１０回を限度とし，年間

の助成回数は，初めて県補助金の交付決定を受けた年度にあっては年３回，翌年度以降にあって
は年２回 
＜４０歳未満の場合＞ 
夫婦１組につき通算して助成を受けることができる回数は，６回 

▼対象者  次のすべてに該当している方が対象となります。 
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で，夫又は妻のいずれかの住所が大子町にあり，治療が終了 
した日時点で，大子町に住所のある期間が１年以上ある方 

(2) 茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方 
(3) 町税等を滞納していない方 

※必要書類，その他詳細については，健康増進課までお問い合わせください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡ ７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 
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『平成２７年大子町成人のつどい』開催のお知らせ 
 
▼日 時  平成２７年１月１１日（日）11:00開式 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
▼対象者  平成２２年３月に大子町内の各中学校を卒業した方及び大子町在住の平成６年４月

２日から平成７年４月１日までに生まれた方 
▼内 容  式典，記念撮影ほか 
※御家族の方や地域の皆様にも席を用意していますので，ぜひ参加してください。 
※対象者には，案内状を送付していますので，早めに生涯学習課に返信してください。案内状が，
まだ届いていない方は，生涯学習課に御連絡ください。 

 
問合せ  生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 
 

第４回大子ふるさと博覧会の参加者を募集しています！ 
 
ゴールデンウィーク期間中，町内の観光施設，空き店舗，空き家等を活用し，体験プログラム

や美術工芸等の展示，特産品を利用した食の提供などを行う「第４回大子ふるさと博覧会」の開
催を予定しています。 
大子町で育まれた町民芸術や大子町の魅力を多くの人に伝えたい，という方々を募集していま

す。自分たちのプログラムで企画運営をしてみませんか。 
参加を希望する方は，１月３０日（金）までに観光商工課に申し込んでください。 

 
問合せ  観光商工課観光係  ℡７２－１１３８ 
 

土砂災害のおそれのある箇所を調査します 
 
 茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所では，土砂災害防止法に基づき，がけ崩れや土石流など
の危険から皆様の生命や身体を守るため，土砂災害のおそれのある箇所を調査します。 
 身分証明書を携帯した調査員が，住宅敷地内などに立ち入り，簡単な測量や写真撮影などの調
査を行いますので，御協力をお願いします。 
▼調査期間  平成２７年１月から３月まで 
▼対象地域  大字高柴及び大字頃藤 
▼調査箇所  土石流危険渓流，急傾斜地崩落危険箇所及び地すべり危険箇所 
▼調査会社  株式会社オオバ 
 
問合せ  茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 
 

普通自動車税減免申請の出張窓口開設のお知らせ 
 
 次のとおり普通自動車税減免申請の出張窓口を開設します。 
▼対  象  障害者手帳の交付を受けた方のために使用する自動車に係る自動車税及び自動車

取得税（※障がい等級や自動車所有者等について一定の要件があります。） 
▼日  時  平成２７年２月１９日（木）10：00～13：00 
▼場  所  役場 第二会議室（本庁舎地下） 
▼必要書類  障害者手帳（原本），納税義務者の印鑑（認印可），運転者の運転免許証（コピー

可※両面が必要），車検証 ほか（※減免の要件により手続に必要な書類が異なりま
すので，詳細は常陸太田県税事務所にお問い合わせください。） 

 
※減免申請は，年間を通じて管轄の県税事務所にて受付しています。 
 
問合せ  常陸太田県税事務所 ℡０２９５－８０－３３１４ 
 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ９ 
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消防設備士試験のお知らせ 
 
▼試験種類  甲種（特類，第１～５類），乙種（第１～７類） 
▼期  日  平成２７年３月７日（土） 
▼会  場  茨城大学（水戸市） 
▼受付期限  ◯書面申請 １月２７日（火） 

◯電子申請 １月２４日（土）17:00 
▼申込 み  郵送又は窓口（9:00～17:00 ※土・日曜日，祝日を除く。）に持参 
        （一財）消防試験研究センター茨城県支部 

〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８番２５茨城県開発公社ビル４階 
℡０２９－３０１－１１５０ 

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

特設人権法務相談 
 

▼日 時  平成２７年２月５日（木） 

10:00～15:00 

▼場 所  文化福祉会館まいん 

小会議室（２階） 
▼内 容 
 ・土地の境界,売買,相続等に関する問題 
 ・相続，遺言等に関する問題 
 ・地代や家賃の紛争 
 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
 ・成年後見制度について 
 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障がい者
に対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題 
・近隣トラブルなど 

▼相談員  人権擁護委員，法務局職員 
 
問合せ  総務課秘書職員係 ℡７２－１１１３  

 

調停相談会の御案内 
 
▼日 時  平成２７年２月１４日（土） 
      10：00～15：00 
▼場 所  東海村中央公民館 

那珂郡東海村船場 768 
℡029-282-3329 

▼内 容 
・土地・建物に絡む紛争 
・金銭消費貸借等の紛争，多重債務に関すること 
・子の養育，扶養など，相続，遺産分割に関する紛争 
・夫婦関係，離婚，親族間の紛争 
・民事・家事の調停手続きなどに関する相談 

▼相談員  民事調停委員，家事調停委員 
 
問合せ  水戸調停協会普及委員会 ℡０２９－２５２－５９１４ 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 

 
▼無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 
▼一人５冊まで２週間利用できます。 
▼幼児向けの「おはなし会」は，１月２４日
（土）午前１１時から行います。 
▼休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
▼新しく入った本 
「奇跡の人」原田マハ，「キャロリング」
有川浩，「山本周五郎長篇小説全集２３巻 
寝ぼけ署長」山本周五郎，「おだまり，ロ
ーズ」ロジーナ・ハリソン，「ニッポン周
遊記」池内紀，「反骨公務員、町をみがく」
森まゆみ，「地方消滅」増田寛也，「茨城の
おきて」茨城県地位向上委員会，「ぼくの
ニセモノをつくるには」ヨシタケシンス
ケ，「パンダ銭湯」tupera tupera ほか 
 

※インターネットでプチ・ソフィアの蔵書が

検索できます。 

URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 
 
問合せ プチ・ソフィア ℡７２－６１２３  

 

農地利用意向調査について 
 
 １１月に，概ね１０アール以上の農地を所
有又は耕作をしている方に「農地利用意向調
査」の調査表を送付しました。 
 この調査は，自分で耕作する，誰かに貸し
付けたい等，利用意向を調査して土地の状態
を明らかにすることにより，荒廃農地を少し
でも減らそうとするものです。 
 まだ返送していない方は，平成２７年１月
３０日（金）までに返信用封筒で返送をお願
いします。 
 
問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７  

 

平成 26年 12月 26日 

－次回の発行は，平成 27年 2月 5日（木）です。－ 10 
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